
令和３年度 

府中町地域懇談会 
～住んでよかった、住んでみたいまちづくり～ 

※府中町 PRキャラクター「椿町ファミリー」。

  府 中 町 

第 2回 
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次  第

1. 開催（10 分）
・町長挨拶

・本日の流れ説明

2. 町の取り組みに関する意見交換（70 分）…【資料１】

「向洋駅周辺の今後のまちづくり」 

～今後の工事進捗と完成後のまちづくり～ 

・説明（20分）

・意見交換（50分）

（休憩） 

3. 地域課題に関する意見交換（30 分）…【資料２】 
※事前提出いただいた、地域課題に関する意見交換。

4. 閉会

  地域の皆さんと町長をはじめ役場職員が、町政や地域課題に関して相互理解を深め、 

連携・協働してまちづくりを進めていくために、令和 3 年度から新たに開催している  

意見交換会です。 

●府中町地域懇談会
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【資料１】

町の取り組みに関する意見交換

「向洋駅周辺の今後のまちづくり」 

～今後の工事進捗と完成後のまちづくり～
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【資料１】町の取り組みに関する意見交換「向洋駅周辺の今後のまちづくり」 

●質問と回答

①青崎南町内会 【地域重点課題】

◆ 区画整理事業の時期について…53ｐ

②青崎中第１町内会 【地域重点課題】

◆ 向洋駅仮こ線橋について(エレベーター設置・自由通路化等) …54ｐ

③青崎中第１・3・4・5町内会 【地域重点課題】

◆ 事業完了後のシャトルバス導入…56ｐ

④青崎中第１町内会

◆ （仮線用仮囲い）地元の子どもたちの絵を仮囲いに！…57ｐ

⑤青崎中第１町内会・青崎中第１・3・4・5町内会・青崎南町内会

◆ 区画整理・連立事業後の高架下への集会所等の設置…58ｐ

⑥青崎中第１町内会

◆ 区画整理事業・高架事業についての懇談会…60ｐ

⑦青崎東町内会

◆ つばきバスルートの改善課題と見込み…61ｐ
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【向洋駅周辺のまちづくりに関する質問と回答 ① 】
　番号 R3 Ｊ 17

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

区画整理

【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換

区画整理課

青崎南

　回答

　区画整理事業は、平成20年から整備を進めておりまして、JR線路北側は、ほぼ宅地整備は完
了し、現在、南側の整備に取り組んでいるところです。宅地の整備率は、（ＪＲの軌道敷を含め
ますと）今年度末には約78パーセントになる予定です。
　今後は、ＪＲ線路南側につきまして、昨年10月に工事着手した連立事業と調整しながら整備を
進めていく予定です。

　駅周辺区画整理の時期について、平成32年度に立ち退き予定でしたので、
年をとった方がおおいので早くしてほしい。
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換
【向洋駅周辺のまちづくりに関する質問と回答 ② 】
　番号 R3 Ｊ 20

　提出町内会 町内会

　分類

　担当部署

区画整理・連立

　大げさだと思われるかもしれませんが、人の命を守るために！
◆向洋駅仮こ線橋について（エレベーター設置・自由通路化等）
現在の計画では、設置予定の仮こ線橋にエレベーターの設置予定はなく、向

洋駅利用者のみしか使えないとなっています。工事の途中では、仮ホームと線
路の間に新設される期間もあるのに、車椅子の方やベビーカーを押す方、スー
ツケースや重い荷物を持った方等々にどうしろというのでしょうか。ベビー
カーを抱え、赤ちゃんを抱いた方や、重い荷物を抱えた方がもし階段を転げ落
ちたらどうするのでしょうか。車椅子の方は？今でももしもが怖いので車椅子
の方はもちろん、スーツケースを持っているときもこ線橋を使わないようにぐ
るっと回っているのが現状です。数か月であれば、JRを利用しない選択肢も
あります。しかし、10年近い工事期間を考えると、エレベーターを設置する
のが妥当ではないでしょうか。説明会でも、意見が出ておりましたが、回答を
聞き、皆さんがっかりされていました。そこで、府中町がエレベーターを設置
し、こ線橋も広くしてJR利用者以外の一般の人も通れるように出来ないで
しょうか。工事中には踏切道も長くなり、遮断器も追加されます。現状でも、
車両の無理な侵入を防ぐために、手前の遮断器は、警報機が鳴り始めると割と
早く降りてきます。警報機が鳴る前に渡りますので、人が左側通行をしている
場合はあまり問題がありませんが、右側通行で踏切を渡ると、真ん中付近で警
報機が鳴り始めると、健康な人でもなんとか降りる前に通れるというような状
況なのをご存じでしょうか。健康な人は、早足になれば間に合います。仮に目
の前の右側の遮断器が下りても、左はまだ降りていなかったりしますし、真ん
中の少し開いている所を通過することも可能です。しかし、車椅子やシニア
カーの方等々は、警報音が鳴っていないのを確認し踏切へ侵入しても、真ん中
くらいで警報機が鳴り始めると、戻ることも出来ず、速足も出来ず、たどり着
いた時には遮断器が降り始めていたり、降りてしまってたりするのです。今で
もとても危険な状況です。今一度現地で一緒に確認しませんか。ここに、もう
一つ遮断器が増えるわけです。認知能力が衰えつつある方には大変危険な踏切
になると思います。踏切を渡らなくてもいいように、なんとか、JR利用者だ
けではなく、誰もが通れるこ線橋と、エレベーターの設置を人の命を守るため
に、住民と一緒になって町も計画の見直しを県やJRに申し出て頂きたく思っ
ているのですが、いかがでしょう。

青崎中第1

区画整理課・(JR)・(広島県西部建設事務所）

　質問内容
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換

　向洋駅は、現在、バリアフリーの基準を満たした駅になっていると聞いています。（ただし、
踏切を渡る必要があります。）
　高架工事中、仮にエレベーターを設置する場合、ホームや通路を移設することに伴いエレベー
ターを移設する必要がありますが、仮線の下りホーム（現線の上りホームの位置）にエレベー
ターを設置することが出来ないため、上り下りの両方のエレベーターを利用できる期間が一時的
（約3年間）なものになります。
　また、これらの工事が追加になると事業期間の延伸にもつながるため、広島県において総合的
に検討を重ねた結果、できるだけ早期に工事を完成させるためエレベーターを設置しないことと
したと聞いております。
　さらに現在では、ＪＲにおいて仮こ線橋の工事に既に着手しており、こ線橋のエレベーターや
幅を広くすること、自由通路化はできないと思われます（工事を中断し設計の見直しが必要とな
り、さらに事業期間の延伸が必要となります）。
　このような状況ではありますが、町としても、工事中の踏切は、仮線が設置され、踏切延長が
長くなるため、現在設置が予定されている、安全確保のための踏切内への遮断機増設や踏切内で
危険を察知した時に運転士に知らせることができる非常ボタン装置を踏切内の遮断機付近に設置
するほか、実現可能な範囲で利用者の皆様がより安全にご利用いただける対策が取れないかにつ
いて、関係機関との協議を行っていきたいと考えています。

　回答
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換
【向洋駅周辺のまちづくりに関する質問と回答 ③ 】
　番号 R3 Ｊ 21

　提出町内会 町内会

　分類

　担当部署

　質問内容

◆向洋駅北口を起点に青崎池尻線、鶴江鹿籠線を運行するシャトルバスの導入
※通行経路案：向洋駅北口ー南公民館ー南交流センターー福寿館ー役場ーくす
のきプラザー北交流センター（鶴江方面へ北上・左折）ーサンリブーイオン
モールーJR天神川駅。
府中町は、5万人超の街です。住宅は限られた平地に集積していますが、町

内の中心部を貫通する国道や鉄道はありません。住民は、府中町から出て広島
都市圏の中心部や他地域に移動するには、先ずJR向洋駅かマツダ前のバス停
に向かう必要があります。日常生活で町内を移動する交通体系は整っていませ
ん。住民が買い物をしたいお店や、医療施設や公共施設へ向かうための交通体
系整備は、住民の願いですが、解決の見通し情報はありません。車無しでは住
みにくい街かもしれません。
　住宅の集積している町内の幹線道路を、向洋駅北口に向かうシャトルバスが
頻繁に走っている町。　それは「住み続けたい街　府中町」の必要条件と考え
られます。想定しているシャトルバス〈案〉は、待ち時間の目安15分。15人
乗り程度の小型バスが、住宅集積度の高い幹線道路を頻繁に往復している姿で
す。住民の足として喜ばれるバスです。イオンやスーパーでの買い物、医療施
設や公共施設の利用が容易なバスとして、都市交通手段としてシャトルバスを
選定。それは「府中町シャトルバス」として多くの町民に親しまれると信じて
います。

　回答

青崎中第1・3・4・5

公共交通

都市整備課

　現在、町では路線バス等の公共交通を補完し、町内を循環するコミュニティバスとして、「つ
ばきバス」を運行しています。ご指摘のとおり、現在、このつばきバスは向洋駅には結節してお
りません。ご提案の「府中町シャトルバス」といった方法もあると思いますが、町としては、現
在運行しているつばきバスについて、今後、青崎池尻線や駅前広場の整備の進捗に合わせ、ルー
ト変更を行うことで、向洋駅への接続を検討し、電車とつばきバスのスムーズな乗り換えの実
現、ならびに公共交通サービスの向上に努めていきたいと考えています。
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換
【向洋駅周辺のまちづくりに関する質問と回答 ④ 】
　番号 R3 Ｊ 2

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

青崎中第1

区画整理・連立

◆（仮線用仮囲い）地元の子どもたちの絵を仮囲いに！
長い期間なのに、真っ白い仮囲いでは圧迫感もあるので。地元の子ども達の

書いた絵を例えばラッピングできないかと、県の担当者さんたちにお願いをし
ていたら、現在かわいい動物たちのイラストがところどころにあしらわれてい
ます。これで終わりでしょうか。検討していただけたのか、もしくは検討中な
のか、回答がいただきたいです。

区画整理課・（広島県西部建設事務所）

　仮囲いで圧迫感が感じられるとのことで、現在は、向洋駅北口線の青崎第10踏切から北口駅前
広場作業ヤード出入口付近までの仮囲いに、動物のイラストを設置させていただいています。
　掲示物の拡充について、広島県に確認しましたところ、関係機関と協議を進めていると聞いて
います。

　回答

【現在設置されている動物イラスト等】
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換
【向洋駅周辺のまちづくりに関する質問と回答 ⑤ 】
　番号 R3 Ｊ 5

　提出町内会 町内会

　番号 R3 Ｊ 9

　提出町内会 町内会

　番号 R3 Ｊ 18

　提出町内会 町内会

　分類

　担当部署

区画整理・連立（町内会）

区画整理課・自治振興課・危機管理課

青崎中第1

青崎中第1・3・4・5

【青崎中第１町内会】
◆集会所の設置
　わがまちを守る会の時に要望で出していたのですが、改めて町内会として要
望します。青崎中、青崎南の住人が利用できる集会所をぜひとも高架下に設置
していただきたいと思います。青崎中第１町内会は、西方寺を気兼ねなく利用
させていただいていますが、他の町内会は色々です。身近な場所に集会所があ
れば、町内会だけでなく、老人会や子ども会等々が利用しやすくなり、今まで
以上により活発な活動に繋がるに違いありません。
【青崎中第1・3・4・5町内会】
◆連立事業後、向洋駅に隣接した府中町や県の建物・施設等の検討整備。
1.向洋駅に隣接（一本化）して、役場の出張所の開設と、集会や行事可能な建
築物の要望。
2.出張所の開設：南部の町民にとって行政サービスがより簡便に受け易くな
る。
3.集会や行事可能な建築物：府中町南部住民約2万人は公民館や交流センター
を利用と推測しているが、予約が多く、集会や行事開催は難しい。約20人が
集まれる部屋、80～100人が集まれる空間、避難所として使える建物を向洋
駅に設けることの要望、JR・県・市との早期の調整を要望。
【青崎南町内会】
◆区画整理後に、町内会集会所を作ってほしい。
◆高架事業後、高架下に浸水害時の避難場所を設置してほしい。

　質問内容

青崎南
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換

　回答

　高架下は、JRの土地であり、使用料が必要となることから、JRと都市側（広島県・広島市・府
中町・海田町）の確認書により利用用途が決められています。（駐車場・駐輪場・公園・コミュ
ニティ施設）
そのため、今後の協議によりコミュニティ施設等の整備を検討していきたいと考えています。
なお町内会で集会所建設の際は、「府中町町内会集会所整備事業補助金」（補助率1/2、上限

500万円）の制度を設けています。土地が確保出来ない等、本制度では活用できないケースなど
は実情をご相談ください。町としても実情に即して制度の検討を行います。また避難場所として
の検討に当たっては、災害時の浸水にも高潮や地震による津波、河川の氾濫等があり、災害の種
類も関係してくるため、浸水時の避難場所として高架下が適切かどうかを含め、検討していきた
いと考えています。
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換
【向洋駅周辺のまちづくりに関する質問と回答 ⑥ 】
　番号 R3 Ｊ 6

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

区画整理・連立

　区画整理事業は、JR線路北側は、ほぼ宅地整備は完了し、現在、南側の整備に取り組んでいる
ところです。
　連立事業については、一昨年度に事業認可を取得、昨年１０月には工事着手し、町域となる第
１期区間は、令和１２年度に完了予定となっています。
　これに伴い、JRの仮線や仮こ線橋、仮駅等、整備内容が多岐にわたるため、区画整理事業・連
立事業ともに、今後、説明や地元の声を聞かせていただく機会を増やす必要があると考えていま
す。
　また、区画整理事務所には、執務室以外に会議室を備えていますので、お気軽に相談、あるい
は必要に応じて懇談会の開催をお申し付けください。

青崎中第1

◆区画整理事業・高架事業についての懇談会
　県主導の説明会ですら、ほとんど行われておりませんが、それ以上により必
要なのは、テーマに沿った意見交換会である懇談会だと考えます。今回の地域
懇談会がそれだと言われるのかもしれませんが、地域も広く、より具体的な話
までは難しいと思います。地元に実際に住んでいなければわからないことが、
山ほどあります。後になってこうしておけば良かったということがないよう
に、地元の声をもっと直接聞く機会を設けませんか。

区画整理課・（広島県西部建設事務所）

　回答
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【資料１】

 町の取り組みに関する意見交換
【向洋駅周辺のまちづくりに関する質問と回答 ⑦ 】
　番号 R3 Ｊ 22

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

公共交通

都市整備課

◆つばきバスのルートの改善課題と見込み
すぐに出来ないことと思いますが、町内会の住民の方に対して、区画整理後

のバスルートなど将来の目標を示す必要があると思われます。

　回答

　現在、町では「府中町公共交通網形成計画」に基づき、つばきバスの運行見直しの実証運行を
実施しています。運行見直しの中で、向洋駅周辺エリアについては、区画整理事業や青崎池尻線
の整備の進捗に合わせた、「向洋駅へのつばきバスの接続（ルート変更）」などを検討していま
す。これらの見直し内容については、町内部での検討のほか、住民代表や交通事業者、学識経験
者などが参画する「府中町公共交通協議会」で審議し、決定していく予定です。なお、府中町公
共交通協議会での審議内容や会議資料は、町公式ホームページで随時公表しており、引き続き、
検討の状況について同様の形で皆様にお知らせしていくよう考えています。

青崎東
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資料１：町の取り組みに関する意見交換要旨【向洋駅周辺の今後のまちづくり】 

質問・意見 町の考え 

 青崎南地区の区画整理事業の進捗が遅れ、家もど

んどん古くなっている。雨漏りなどの修繕費用も補

償でみてもらえるのか。 

青崎南地区については、平成 32年に着手する予

定でしたが、広島市東部地区連続立体交差事業など

の遅れにより区画整理事業も遅れが生じており、ご

迷惑をおかけします。来年度（令和４年度）には、

青崎南地区のうち 14街区付近の移転交渉に入る予

定です。また、ご質問の事業の遅れに伴う家の修繕

費については、個別にお話を聞かせていただければ

と思います。 

 鉄道高架工事期間中は踏切長が長くなるため、お

年寄りや足の弱い人は、踏切の途中で動けなくなっ

てしまう可能性がある。 

 警報機を早く鳴らすようにしても車を運転する人

がそれを覚え、突っ込んでいき逆に危険を招くかも

しれない。具体的にどうすれば良いかは分からない

が、お年寄りなど寄り添った対策をしてもらうよう

に、町からも JRに要望してもらいたい。 

 工事期間中の安全対策については、再度、JR、広

島県に確認をし、安全を確保できる確証をもって事

業を進めていただくよう要望します。 

 民間路線バスは広島市内の中心部に向け運行され

ており、町内の主要施設への移動が不便であるた

め、提案の「府中町シャトルバス」をぜひ導入して

もらいたい。経費的にも大きな負担にはならないと

考えている。 

 府中町では民間路線バスも複数運行されており、

定義でいうところの交通不便地域に該当する地域は

ほとんどありません。しかしながら、ご質問のとお

り路線バスが広島市の中心部に向けて運行されてい

ることから、町内移動の補完交通として「つばきバ

ス」を運行しており、町としてはこの「つばきバ

ス」をどのように活用していくかを現在検討してい

ます。また仮に、つばきバスとは別にご提案のシャ

トルバスを運行する場合、運転手 9人・車両 9台が

必要で、運行経費がつばきバスを基にした試算で約

１億３千万円必要となります。これに対し、運賃収

入は 4,000万円程度と試算され、こうした面から

も、別運行のシャトルバスは現状困難と思われま

す。町としては、道路の整備状況に合わせて、つば

きバスの運行ルートを改善することで利便性を高め

ていきますので、ご理解いただければと思います。 
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資料１：町の取り組みに関する意見交換要旨【向洋駅周辺の今後のまちづくり】 

質問・意見 町の考え 

 様々な工事が始まっており、驚くほどの音と振動

がする。業者からの説明では、音がしにくい、振動

がおきにくい工法とのことだが、6、7年この状態

が続くとなると正直しんどい。近隣住民がそんな状

態だということを十分理解していただき、工事期間

中の更なる音と振動の低減や、鉄道高架後の防音壁

についても高くするなど対策をしてもらうよう

JR・広島県に要望してもらいたい。 

内容を広島県、JRと共有し、引き続き対策を検

討していただきます。 

 仮囲いに南小学校や中央小学校の児童の絵を貼り

付けられないか。 

 事業主体である広島県が JRと協議したところ、

府中町域と広島市域の扱いを同じにしないといけな

いと回答があったため、調整に時間を要する等の回

答を得ていますが、引き続き掲示物の拡充について

要望していきます。 

 町内会集会所整備事業補助金が、補助率 1/2、上

限 500万円というのは、6町内会が合同で１か所整

備した場合は 3000万円になるのか。 

 現行の制度では集会所 1か所当たり、上限 500

万円となります。しかしながら、ご提案のように複

数町内会で共同集会所を建設し、運営するモデルも

あって良いのではないかとも思いますし、建築費自

体も高騰していますので、町としても引き続き、実

情に即した制度の検討を進めていきます。 

つばきバスは、青崎東を通る際、北側の高台ルート

を運行しており、南側低地部の住民が非常に利用しに

くい状況にある。町に対しては前任者が申し入れを行

なっていると聞いているがその改善の見込みがどのよ

うになっているかを教えてほしい。 

区画整理、高架事業の終了後に運行ルートの見直し

を行うとのことだが、10年先のことになるので、それ

までの間、運行時間に影響が少ない範囲で見直しをお

願いしたい。これもすぐにはできないとは思うが、で

きることからやっていくという姿勢で取り組んでいた

だきたい。つばきバスを利用するのはお年寄りが中心

なので、高台に向けて歩いていくのは非常に難しい。

そういった現地の声も実際に聞いてもらいたいので、

後日あらためて協議・相談する場を設けてほしい。 

詳しい場所・区域・内容について、後日あらため

てお伺いさせてもらいたいと思います。また最終的

には公共交通協議会という、住民・事業者・行政が

話し合いを行う場を設けており、そちらで協議・決

定していくようになりますので、ご理解のほど、よ

ろしくお願いします。 
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【資料２】

地域課題に関する意見交換

「事前に提出いただいた、地域課題に関する意見交換」

～本日意見交換を行う重点課題～ 

【質問と回答】 

①青崎中第１・3・4・5町内会

◆ 生活道路である青崎中を貫通する町道（鹿籠青崎線）に

歩行者用路側帯の設置…64ｐ 

②青崎中第４町内会

◆ カーブミラーの設置…66ｐ

③青崎東町内会

◆ 支援が必要と思われるひとり暮らし高齢者との関わり方

（町との協調体制について）…67ｐ
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【意見交換を行う重点課題 ① 】
　番号 R3 Ｊ 7

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

【資料２】
地域課題に関する意見交換【事前にいただいた質問と回答】

青崎中第1・3・4・5

維持管理課・自治振興課（東警察）

道路

◆生活道路である青崎中を貫通する町道（鹿籠青崎線）に、歩行者用路側帯の
設置
1.青崎中を貫通する道路は、住民が日常生活で利用し、幹線道路に出るときに
使う「生活道路」である。この道路を通り抜ける車両が、鉄道学園跡地（南
区）のスーパー「藤三」の買い物客と、JR踏切から府中町内に出入りする車で
増え続けている。（幅6ｍ、全長650ｍ（南区80ｍ、桃山町内会80ｍを含
む）。
2.歩行者の安全確保のために、「路側帯」の設置と車両の速度抑制（30ｋｍ/
ｈ以下）をお願いします。路側帯の幅の目安は、歩行者の多い方（北側）は、
1.5ｍ、狭い方でも0.8ｍ以上。（傘、手押し車　配慮）
2.1 路側帯を設置し、歩行者の安全優先を明確化。車道の効用のため、最小幅
3.5ｍとする。路側帯とは、道路の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分
で、道路標示によって　区画。白線によってしめされた「路側帯」では自動車
や軽車両の通行は制限されます。（道路交通法第2条　等）
2.2 生活道路に交差する道路部等の安全対策。見通しの悪い交差点ではカーブ
ミラーの設置と、路面表示方法等によって、横道からの歩行者や車両等との安
全に配慮した対策をお願いします。注：青崎中の生活道路は、青崎第3踏切か
ら、府中町に入る車両の唯一の公道です。JRの連続立体高架工事が完了し、そ
の側道の使用が可能になるまで、通り抜け中止は困難と想定しています。
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【資料２】
地域課題に関する意見交換【事前にいただいた質問と回答】

　路側線や路面標示については、町内会からのご意見を伺いながら、設置の検討をしていきま
す。またカーブミラーについては、町内会から設置要望書を提出していただき、府中町道路反射
鏡設置基準に基づき、設置の検討をしていきます。
　なお、速度抑制に関するご要望の案件については警察署の管轄となります。今回、町から要望
を行ったところ、広島東警察署から次のとおり回答がありました。
　「ＪＲ向洋駅北口周辺は、東部連続立体交差事業に伴い、今後、道路改良等が進んでいくこと
から、交通流等の変化を見て交通規制の可否を検討し、道路管理者と必要な安全対策等を講じて
いきます。」
　町としましても、令和６年３月末に完成予定の広島県施行都市計画道路青崎池尻線の進捗にあ
わせ、当該道路の歩道に接続するよう、外側線内にグリーベルトの設置を検討していきたいと考
えており、引き続き必要な安全対策を講じていきます。

　対象箇所・現地写真

　回答

鹿籠青崎線
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【資料２】
地域課題に関する意見交換【事前にいただいた質問と回答】

【意見交換を行う重点課題 ② 】
　番号 R3 Ｊ 10

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

　回答

　対象箇所・現地写真

道路

◆カーブミラーの設置
青崎中6街区内三差路が小学生の通学路ともなっており、飛び出し等もあり

危険なのでカーブミラーを設置してほしい。

　現地調査を行ったところ、見通しが悪く危険と判断できるため、府中町道路反射鏡設置基準に
基づき、町内会から設置要望書を提出していただき、設置することとします。

青崎中第4

維持管理課
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【資料２】
地域課題に関する意見交換【事前にいただいた質問と回答】

【意見交換を行う重点課題  ③ 】
　番号 R3 Ｊ 14

　提出町内会 町内会

　分類

　質問内容

　担当部署

　民生委員は、ひとり暮らし高齢者等を訪問して見守り・相談等
の支援を行い、健康面の状況やその他必要に応じて、町や関係機
関への連携を図っています。
　また町でも、定期的な電話や訪問による生活相談、軽易な日常
生活上の援助等の生活を支援する事業等を行っています。
　町内会として、ひとり暮らし高齢者等に関わるための行動基準
の指針等はありませんが、活用できる町の事業や、その他のサー
ビス等を皆さんに知っていただき、これらを利用したよりよい暮
らしをしていただくためにも、民生委員の活動のみではなく、地
域（町内会）で互いに声を掛け合い、日頃から顔の分かる、互い
に困りごとを相談し、情報交換等もし合える関係性を築いておく
ことが大切であると考えています。

福祉

◆支援が必要と思われる独居老人との関わり方について（町との協調体制）
①本来民生委員の対応と思いますが、健康面の状況もあります
②町内会として責任あるかかわり等の行動基準の指針があればと思います。い
かがでしょうか。
③近所つきあいの範囲と考えるべきでしょうか。

福祉課

　回答

青崎東

相談先や制度案内のチラシ
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資料 2：地域課題に関する意見交換要旨【地域の重点課題に関する質問と回答】 

質問・意見 町の考え 

 支援が必要だと思われる一人暮らしの高齢者がお

り、どのように対応すればいいのか、関係機関等

（民生委員、地域包括センター、役場）に町内会と

して聞いて回った。結論は一旦、経過観察となった

が、その後も食事を満足にしておらず救急要請、入

院となってしまった事案があった。 

 同じようなケースを防ぐために、特に家族が関わ

っていない高齢者の把握を町はどのようにされてい

るのか、またそういう人の支援体制はどうなのかを

教えて欲しい。またそうした場合に町内会はどのよ

うに対処すべきか。町内会に加入していないケース

もあるため、対応に苦慮している。 

一人暮らしの高齢者の方については、生活・病気

など様々な事情を抱えておられるケースがありま

す。それを地域の皆さんがひも解くというのは大変

困難なことだと考えており、高齢者の方であれば、

まずは地域包括支援センターに連絡・相談頂ければ

と思います。町としては、そこから地域包括支援セ

ンターと協働でケアの方法を考えていきます。 

もちろん、町としてもそうした方の把握に努めて

いますが、転入して来た方や、突然そのような状況

になられた方については、なかなかタイムリーに把

握できないケースもあるため、今までと少し様子が

違うなど気付かれたときにちょっと変わった気がす

るとか思われたところで情報提供頂けると大変助か

ります。また町内会未加入の方に対する対応が難し

い点についても承知しており、そうした際は、町で

主となり民生委員等と連携して対応していくことに

なろうかと思いますが、町内会は地域を作ってい

く、といった側面もあることから、こうした面を含

めてうまく繋がりができていくことで関係が深ま

り、町内会加入率も高まっていくと喜ばしいと思っ

ています。 

 

69



70


	当日資料（鏡、合紙）_Part1
	当日資料（鏡、合紙）_Part2
	当日資料（鏡、合紙）_Part3
	資料00-1(A４）連立工事説明会
	資料00-2（A4) R3.8.10【県域】02+JR資料（駅部更新）
	資料00-3（縦）区画整理事業説明資料
	当日資料（鏡、合紙）_Part4
	資料1
	資料１「向洋周辺まちづくり」

	当日資料（鏡、合紙）_Part5
	資料2
	資料２「地域課題意見交換」 (重点課題)

	当日資料（鏡、合紙）_Part6
	資料3
	資料3「その他の各町内会の課題」

	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	資料
	資料１「向洋周辺まちづくり」

	空白ページ
	空白ページ
	資料
	資料１「向洋周辺まちづくり」

	資料
	資料２「地域課題意見交換」 (重点課題)

	資料
	資料１「向洋周辺まちづくり」

	資料
	資料２「地域課題意見交換」 (重点課題)

	資料
	資料１「向洋周辺まちづくり」

	資料
	資料２「地域課題意見交換」 (重点課題)

	空白ページ



